
ご好評により

今年も実施！

無料体験受診のご案内

ホテルニューオータニ大阪4F
医療法人 城見会

アムスニューオータニクリニック

大阪府農協健康保険組合にご加入の皆様へ

期間中人間ドックをご受診いただくと

4つのオプション検査が無料
選べる選べる

受診期間：2020年1月～5月末まで

オプション検査

TEL:06-6949-0305 ご予約
お問い合せ先 アムスニューオータニ 検索

医療法人 城見会

アムスニューオータニクリニック
〒540 - 8578　大阪市中央区城見1- 4 -1　ホテルニューオータニ大阪 4F 

インターネット申し込み

「人間ドック」のお申し込みが、
インターネットで可能！
皆様のご要望にお応えし、ホームページから人間ドック

のお申し込みができるようになりました。営業時間外

でもお申し込みが可能です。ご自身の都合に合せて

ご利用いただけますので、ぜひご利用ください。
※既に「メールde お知らせサービス」にご登録いただいている方は対象外とさせていただきます。

【営 業 日】月曜日～土曜日、第2日曜日、祝日
【受診開始時間】7：50/ 8：00/ 8：30/ 9：00/ 9：30/10：00/10：30

アムスの1日コースには午前に受診する「午前コース」とお昼以降に受診する「午後
コース」の2つのコースがあります。人間ドックというと一般的に「朝」から受けるとい
うイメージがありますが、午前に用事がある方や、朝ゆっくりしてから検査を受けた
い方に「午後コース」は広く利用され、昨年は１泊コース受診者と合わせると実に
10,554人の方が午後の時間帯で受診されました。内容や検査精度も変わることな
く予約も比較的取りやすい午後コース。是非ご利用ください。

ご好評の午後受診

年間約10,000人が「午後」に受診

午前コース（1日コース）

【営 業 日】月曜日～金曜日、第2土曜日、祝日
【受診開始時間】12：30/12：50/13：10 

午後コース（1日コース）

受診までの流れ

夕食は普段通り食べることができ
ます。但し、検査に影響が出ますの
で脂肪分の多いもの、アルコール
類は控えてください。

検査前日の夕食も
普段通り

午　後
コース

午　前
コース

午後9時以降は
絶食

［ 前日の食事  ］［ 受診コース ］

［ 受診コース ］

［ 当日の過ごし方  ］［ 当日の食事  ］

［ 前日の食事  ］ ［ 当日の過ごし方  ］［ 当日の食事  ］

絶飲絶食

※食事の摂り方についてはクリニックホームページをご覧ください。

検査は午後からなので、午前中
は仕事や家事など、ご自身の都合
に合せて行動することができます。

午前中
忙しい方に最適

午前受診なら前日の午後9時以降
絶食で検査に臨みますが、午後コー
スなら軽く朝食※を摂ってから検査
に臨むことができます。

検査当日も軽めの
朝食が食べられる

検査時間に
間に合うように起床

午前中忙しい方に
ぴったりな午後コース！

午前・午後とも検査内容は
同じで、受診時間によって
検査精度が左右されることは
ありませんので安心して
ご受診いただけます。

※

※7：50・10：00・10：30コースは男性のみ

（2015年度 実績）

アムスポイント
500pt進呈

※

インターネット申し込み
で新規に

メールアドレスをご登録
いただくと



＊HPV検査を希望される方は子宮頸部細胞診検査の受診が条件になります。

甲状腺検査シフラ

甲状腺から分泌される
ホルモンで甲状腺機能を

調べる検査です

NT-pro
BNP検査

心不全などの
早期発見に

有効な血液検査です

CEA+AFP
検査

大腸や胃など
消化管のがんや肝臓がん
を調べる検査です

PSA

前立腺がんの
早期発見に有効な
血液検査です

ピロリ抗体
検査

※受診いただくオプション検査については来院時に受付にてお申し付けください。　※人間ドック当日のご受診に限ります。
※上記検査項目の中で健康保険組合様の補助がある場合もございますので、詳しくはご所属の健康保険組合様にご確認ください。

肺がんの
早期発見に有効な
血液検査です

アディポ
ネクチン検査

動脈硬化や
糖尿病に関係する
蛋白質を測定します

子宮頸部
細胞診検査

子宮頸部の細胞を
採取し、子宮頸がん等の
検査を行います

胃潰瘍、胃炎の原因
となる菌の感染の
有無を調べます

今なら

超音波を使って
乳房の疾患を調べます

HPV検査 ＊

子宮頸がんの原因となる
ウィルスの感染の
有無を調べます

4つのオプション検査4つのオプション検査が無料でご受診いただけます！

乳房超音波
検査

男性・女性向け検査
女性向け検査
男性向け検査

詳しくはホームページまで アムスニューオータニ 検索

メールアドレスを登録していただくことで、携帯電話やパソコンに人
間ドック受診日や、毎年受診されている時期、さらには受診結果に応
じた情報を配信する「メールdeお知らせサービス」。このサービスに
初めてご登録いただいた方に500ポイントを進呈します。

生活習慣の改善は病気を予防するうえでは大変重要なことです。
「禁煙」や「体重減量」など自らが生活習慣の改善に取組み、
当クリニックの医師が改善成果が見られたと判断した場合に
ドクターポイントとして1,０００ポイント進呈します。

ドクターポイント メールアドレス登録ポイント

ポイントのご利用方法 

メールアドレスを登録
メールアドレス登録ポイント

500ｐｔ

新規受診者を紹介
紹介ポイント

1,000ｐｔ

生活習慣の改善
ドクターポイント

1,000ｐｔ

累積
2,500
ｐｔ=(円)

0円で
受診可能

［ オプション検査 ］ ［ アフターフォローコース ］

各種オプション検査およびアフターフォローコースの窓口自己負担分にご利用いただけます。（1ポイント=1円※）
※アフターフォローコースは1ポイント＝2円

基本検査項目だけでは網羅できない疾患や、発見が難しい疾患な
どを補う意味で、各疾患に照準を定めた、より精度の高い検査を
オプション検査として多数ご用意しております。

生活習慣病が気になる方や、年に１回の人間ドックでは不安であるとい
う方を対象にアフターフォローとして「フォロー健診コース」と「生活習
慣改善コース」のふたつのコースをご用意しております。

1,000p
t 500pt

紹介した方（紹介元） 紹介した方
（紹介元）

人間ドックご予約の際は「紹介ポイント

利用」の旨をお申し出ください。

当グループの人間ドックを初めて受診
される方をご紹介いただく際は、紹介先
に「紹介ポイント利用」の旨を予約時に
お申し出いただくようお伝えください。

紹介した方（紹介元）へのポイントは、紹介さ
れた方（紹介先）の人間ドック受診日に付与さ
れます。紹介された方は人間ドック受診日にポ
イントが付与されます。

人間ドック受診者の紹介 人間ドック受診予約 ポ イ ント の 進 呈

紹介された方（紹介先） 紹介された方
（紹介先）

アムスグループの人間ドックをはじめて利用されるご家族・友人・知人を紹介いただくと、「紹介した方（紹介元）」「紹介された方（紹介先）」のどちらに
も紹介特典として1,000ポイントを進呈します。 特典として進呈されるポイントは、オプション検査費用などの一部としてご利用いただけます。

●ご紹介された方（紹介先）がキャンセルした場合は、
「ご紹介者（紹介元）」「ご紹介を受けられた方（紹介先）」
ともに特典は適用されませんのでご注意ください。　

●ご紹介を受けられた方（紹介先）が予約日を変更された場合
は、「ご紹介者（紹介元）」の特典利用可能日も変更となります
のでご注意ください。

注意
事項

紹介した方（紹介元） 紹介された方（紹介先）

1,0001,000 ポイント
プレゼント
ポイント
プレゼント

ポイント
プレゼント
ポイント
プレゼント

アムスを
はじめて利用
される方

1,0001,000ご紹介

紹介ポイント
紹介した方も

された方もど
ちらにも

1,000pt進呈
新規受診者の方をご紹介いただくと…。

以下より

この度、大阪府農協健康保険組合にご加入の皆様に、1月から

5月末までの期間限定プランとして、「オプション検査無料

体験受診」を実施いたします。昨年実施して多くの反響をい

ただいた、人間ドックに4つのオプション検査が無料でご受診

いただける特別プランです。この機会にぜひご受診ください。

無料体験受診のご案内無料体験受診のご案内
2020年1月～5月末までの期間限定で実施オプション検査

C型肝炎検査

C型肝炎の原因となる
ウィルスの感染の
有無を調べます

皆さまの健康に役立つポイントサービス

アムスポイントのご案内
ポイントを貯めて自身の健康増進につなげよう！

TEL:06-6949-0305 お申し込みは
インターネットか
お電話で

医療法人 城見会

アムスニューオータニクリニック
http://www.ams-dock.jp/newotani/index.html アムスニューオータニ 検索

オプション検査「ピロリ抗体検査　 通常2,160円（税込）」を自己負担で受けた場合

ピロリ抗体検査
2,160円

残りの340ポイントは次回受診時に使用出来ます。残りの340ポイントは次回受診時に使用出来ます。

（税込※）

※税込価格は8%で
　表記しています。
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アムスの1日コースには午前に受診する「午前コース」とお昼以降に受診する「午後
コース」の2つのコースがあります。人間ドックというと一般的に「朝」から受けるとい
うイメージがありますが、午前に用事がある方や、朝ゆっくりしてから検査を受けた
い方に「午後コース」は広く利用され、昨年は１泊コース受診者と合わせると実に
10,554人の方が午後の時間帯で受診されました。内容や検査精度も変わることな
く予約も比較的取りやすい午後コース。是非ご利用ください。

ご好評の午後受診

年間約10,000人が「午後」に受診

午前コース（1日コース）

【営 業 日】月曜日～金曜日、第2土曜日、祝日
【受診開始時間】12：30/12：50/13：10 

午後コース（1日コース）

受診までの流れ

夕食は普段通り食べることができ
ます。但し、検査に影響が出ますの
で脂肪分の多いもの、アルコール
類は控えてください。

検査前日の夕食も
普段通り

午　後
コース

午　前
コース

午後9時以降は
絶食

［ 前日の食事  ］［ 受診コース ］

［ 受診コース ］

［ 当日の過ごし方  ］［ 当日の食事  ］

［ 前日の食事  ］ ［ 当日の過ごし方  ］［ 当日の食事  ］

絶飲絶食

※食事の摂り方についてはクリニックホームページをご覧ください。

検査は午後からなので、午前中
は仕事や家事など、ご自身の都合
に合せて行動することができます。

午前中
忙しい方に最適

午前受診なら前日の午後9時以降
絶食で検査に臨みますが、午後コー
スなら軽く朝食※を摂ってから検査
に臨むことができます。

検査当日も軽めの
朝食が食べられる

検査時間に
間に合うように起床

午前中忙しい方に
ぴったりな午後コース！

午前・午後とも検査内容は
同じで、受診時間によって
検査精度が左右されることは
ありませんので安心して
ご受診いただけます。

※

※7：50・10：00・10：30コースは男性のみ

（2015年度 実績）

アムスポイント
500pt進呈

※

インターネット申し込み
で新規に

メールアドレスをご登録
いただくと


